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 ⼈⽣設計の作成 

 どんな⼈⽣を過ごしたいと思っているか︖  

 どんな毎⽇を送りたいか︖  

 ⼈⽣の中で何を⼤切にしたいか︖  

 ⾃分以外の⼈たち 家族、友達、仕事仲間、顧客とどのようにかかわっていきたいか︖ 

 戦略的⽬標の設定 

 あなたが⼈⽣設計で作成した⽣活を送るためには毎年いくらのお⾦が必要ですか︖ 

 そのお⾦はいつまでに必要ですか︖ 

 あなたのビジネスは毎年いくらの売上と利益を稼ぎますか︖ 

 年間の売上と利益を12ヵ⽉で割ると毎⽉いくらの売上と利益になりますか︖ 

 毎⽉の売上と利益を4週間で割ると週いくらの売上と利益になりますか︖ 

 週の売上と利益を7⽇で割ると1⽇いくらの売上と利益になりますか︖ 



 顧客リサーチ 

 ＜問題を想定する＞ 

 あなたが⼼から助けたい⼈、幸せにしたい⼈たちは誰でしょうか︖ 

 あなたの市場で顧客に不利益になることは何ですか︖ 

 あなたの市場で過去にあなたが困ったり悩んだことをいま悩んでいる⼈はいませんか︖ 

 あなたが問題解決に困ったこと、なくて困ったサービスや商品はありませんか︖ 

 あなたが「⾃分ならこうするのに」と思うことはありませんか︖ 

 あなたが成功したこと、解決した経験のあることはなんですか︖ 

 あなたが他の⼈からよく聞かれること、相談されることはなんですか︖ 

 あなたがこれまででもっとも時間をかけて経験してきたこと、勉強したことはなんですか︖ 

 この質問から、  「〇〇な⼈が〇〇に困っている」  という仮説を⽴ててください。仮説はいく 
 つ⽴てても⼤丈夫です。 



 ＜⾒込み客の実態を調査する＞ 

 仮設を⽴てたらそれが正しいかの実態を調査してきます。ここではまず、⾒込み客5⼈へ先 
 ほどの仮説が正しいかヒアリングを⾏います。 

 ※⾒込み客は、先ほど仮設を⽴てた「〇〇で困っている」「〇〇な⼈」でなければ意味がな 
 いので注意してください 

 ここでヒアリングする内容は次の内容を参考にしてください。 

 想定した仮説が正しいかどうか︖ 

 仮説が正しければ具体的にどんなことに困っているか︖なぜ困っているのか︖ 

 どういう⼿順で⾏っている時にそれが発⽣するのか︖ 

 その問題をどの範囲まで解決したいのか︖ 

 同じ問題で困っている⼈は他にいるか︖事業規模、業種業態、性別、年齢、価値観は︖ 

 その問題を解決するためにこれまで具体的にどんなことを試したか︖ 

 その解決のためにどれくらいのコスト（時間とお⾦）を掛けたか︖ 

 ⾒込み客にヒアリングをし、あなたが⽴てた仮説が全く違っていたら⼀旦ここで終了し、問 
 題の想定を⼀からやり直してください。新しい仮説をもとに再度、ヒアリングを⾏いましょ 
 う。 



 ＜市場規模の確認と居場所を特定する＞ 
 実態調査で仮説が正しいと確認できたら、次はその問題に困っている⾒込み客の数と居場所 
 を特定します。ここで調査する内容は次の通りです。 

 どんなキーワードで商品やサービスを検索しているか︖  

 その⼈数は⽉間でどれらくいの数か︖  

 彼が集まるイベントは︖  

 彼が共通して取る⾏動は︖  

 彼らはどの媒体を⾒ているのか︖ 

 「どんなキーワードで商品サービスを検索しているか︖」「その⼈数は⽉間でどれくらいの 
 数か︖」はGoogleが無料で提供しているキーワードプランナーを使って⾏います。使い⽅ 
 がわからない⼈は、検索すればでてくるので確認してみてください。 
 Googleキーワードプランナー 

 ＜既存顧客へのリサーチ＞ 
 ビジネスを⾏っている⼈は、既存顧客へもリサーチを⾏いましょう。リサーチする内容は次 
 の通りです。 

 もっともリピートする⼈は誰か︖購⼊額が⾼い⼈は誰か︖ 
 1.  上位顧客の10〜15⼈をピックアップしてください 
 2.  購⼊理由、なぜ購⼊したのか、何に困っていたのか、どうなりたかったのか、年 

 齢、属性をヒアリングします 
 3.  ヒアリング内容から彼らの共通点を探してください 

 ここで確認できた内容は「〇〇を解決してくれる専⾨家」だと顧客と思われているというこ 
 とです。つまり、この〇〇と⾃分が提供している商品サービスが合致すれば、より多くの⼈ 
 に求められるようになるということです。 

 ※ちなみに、安いから、知り合いだから等の理由は除外してください 

https://ads.google.com/intl/ja_jp/getstarted/?subid=jp-ja-ha-aw-sk-c-h00!o3~Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0Wi1u7SRRjoO-RUwx0mCx721XXgcKD3QS3s4mJWgPX9cYpTghs5wfi0aAqAuEALw_wcB~77423373739~aud-780873439152:kwd-87791948946~6447427651~377430048411&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0Wi1u7SRRjoO-RUwx0mCx721XXgcKD3QS3s4mJWgPX9cYpTghs5wfi0aAqAuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 顧客への価値提供の範囲 

 ＜⾒込み客が望んでいる未来は︖＞ 
 問題解決をするにあたって、⾒込み客は  「何をしたくて」  その問題を解決しようとしたので 
 しょうか︖ここは、リサーチがしっかりできていれば、すぐに答えられるはずです。 

 「顧客は本当は〇〇がしたい」  の〇〇を埋めてください 

 ＜なぜ上⼿くいかないのか︖＞ 
 顧客が問題を解決できないのはなぜか︖彼らはなぜ失敗するのか︖彼らがどんな順番で⾏動 
 しているかに注⽬してみてください。 

 1.  彼らが解決するために取っている⾏動を、すべて箇条書きにしてください 
 2.  それらの⾏動から失敗の要因を特定してください 

 「顧客が失敗するのは〇〇が原因である」  の〇〇を埋めてください 

 ＜上⼿くいかない原因を解決するアイデア＞ 
 顧客が解決できない原因をどのように解決できるか︖これをやれば解決できると提⽰しま 
 す。 

 「〇〇があれば、その原因は解決できる」  の〇〇を埋めてください 

 ＜どんな未来を約束するか＞ 
 問題を解決できるアイデアがあっても、その未来（結果）を約束できなければ意味がありま 
 せん。あなたのアイデアが顧客の望む未来を約束できるか確認する。 

 ここでは、  誰のどんな問題を解決できるのか約束し、それを顧客に提⽰できること  を改めて 
 確認してください。 

 ＜どの範囲まで約束するのか＞ 
 顧客の問題をどの範囲まで解決するのか決めます。約束の範囲を明確にすることで、顧客も 
 未来の状態をイメージしやすくなります。 

 ポイントは「継続性」と「収益性」です。継続性のある商品を提供することで、約束できる 
 範囲が広がるので継続性のある商品を検討してください。 



 競合リサーチ 
 同じ問題を解決しようとしている他社をリサーチします。競合調査をする意味は、ターゲッ 
 トを明確にして顧客の数を増やすためです。では、早速調査していきましょう。 

 1.  顧客がその商品サービスを購⼊する時に検索するキーワードをみつけ、そこに競合 
 がいるか調査してください 

 2.  同じ商圏内にいる競合をリストアップして、同じ問題を取り扱っているか把握して 
 ください 

 競合が弱く同じ問題を解決していない、情報が少ないなら、いまのターゲットに対してビジ 
 ネスをしても問題ありません。競合が強く同じ問題を扱っている、情報が多い場合は顧客の 
 ニーズを絞り込みターゲットより具体的にしてください。あえて強い競合がいる場所で戦う 
 必要はありません。ここでは、いかに戦いを省くかを考えましょう。 

 競合調査の本当の⽬的は、ビジネスの「型」を真似することです。ゼロからビジネスを作ろ 
 うとすると時間もかかりますし、ほぼほぼ失敗します。であれば、既に成功しているものを 
 マネするのが正解です。ビジネスの世界でカンニングは合法なのです。 

 型を真似して、顧客のニーズとターゲットの⼀致を少しズラします 

 1.  あなたと似たような問題を扱う競合を10社以上⾒てけてください 
 2.  以下の項⽬を調べましょう 

 ・どんな業種か 
 ・オンラインかリアルか、それとも両⽅か︖ 
 ・ターゲットはBtoBかBtoC、それとも両⽅か︖ 
 ・提供しているサービスは単発か継続か、それとも両⽅か︖ 
 ・初⼼者向けか中上級者向けか︖ 

 競合分析とは、ビジネスモデルを分析することです。競合の顧客やターゲットを真似するの 
 ではなく、ビジネスモデルを分析することがポイントになります。確認するポイントは以下 
 の項⽬です。 

 ・集客媒体は何を使っているのか︖ 
 ・どんなキーワードで集客しているのか︖ 
 ・リストはどうやって集めているのか︖（SEO︖広告︖SNS︖） 
 ・はじめに提案する商品サービスは何か︖ 
 ・どんな商品をどれくらいの価格で売っているのか︖ 
 ・どんなシステムを使っているのか︖ 

 サイトの分析はこのツールでできます。無料版だと利⽤回数が1⽇3回と制限されています 
 が、それでも上記の内容を調べるには役に⽴ちます。 
 Ubersuggest 

https://neilpatel.com/jp/ubersuggest/


 ＜ビジネスアイデアを⾔語化する＞ 
 模倣する競合の商品サービスが決まったら、ビジネスアイデアを⾔語化します。⼈はイメー 
 ジできないものを購⼊しないので、既にイメージのある商品サービスを真似するのが正解で 
 す。 

 顧客が失敗する〇〇という原因を解決するための、 
 □□という特徴のあるサービス 

 という⽂章を作成しましょう。 

 テストマーケティング 
 リサーチして作成したアイデアが⾒込み客の欲しいモノになっているか、セールスレターを 
 作成テストします。ここで需要があると判断できれば、本格的な商品開発とマーケティング 
 を⾏いましょう。 

 ＜セールスレターの作り⽅＞ 
 コピーライティングは相⼿の知りたいことを、正しい順番で、正しく表現し、届けられるよ 
 うに書く技術です。ここでは、これまでリサーチした内容をもとに、以下の型に沿ってセー 
 ルスレターを作成してみてください。 

 ①問題提起 
 ②共感 
 ③原因 
 ④解決策 
 ⑤証拠 
 ⑥オファー/スクリーニング 
 ⑦アクション 

 ①問題提起 
 「〜な⼈へ、〜なことで困っていませんか︖」 

 ②共感 
 「〜を解決するために、こんなことしていますよね︖」 

 ③原因 
 「その問題が解決しない理由は〜のせいですよ。なぜなら〜。」 

 ④解決 
 「それを解決するには、〜が必要です。なぜなら〜。」 
 「だから、あなたのために〜な商品（サービス）を作りました。」 

 ⑤証拠 
 「〜を使った⼈はこんな結果が出ています。」 



 ※証拠がなければ根拠を提⽰してください 

 ⑥オファー/スクリーニング 
 「〇〇⽇までに申し込みいただいた⽅は特別価格でお試しいただけます。」 
  or 
 「こんな⼈はお申込みいただけません。」 

 ⑦アクション 
 「興味のある⽅は、こちらのボタンからお申し込みください。」 

 ＜テスト販売＞ 

 テスト販売の⽅法① 
 セールスレターの作成ができたら、実際に⾒込み客にテスト販売していきます。テスト販売 
 する相⼿は、「〇〇で困っている」「〇〇な⼈」です。ネットや広告などを使うのではな 
 く、直接⾒込み客に営業してみてください。ここでの合格ラインは成約率20％です。20％ 
 あれば需要があると判断して問題ありません。 

 また、顧客リサーチの実態調査で協⼒してくれた⽅にプレゼントする⽅法もあります。テス 
 トマーケティングの趣旨を説明し、セールスページを読んで実際にほしいかどうか聞いてみ 
 てください。ここでは、遠慮なく意⾒をもらいましょう。ここで聞くことは次の内容です。 

 ・購⼊したいかどうか︖ 
 ・購⼊したいのであれば、なぜ購⼊したいか︖ 
 ・購⼊したくなければ、なぜ購⼊したくないのか︖ 

 これらの理由を聞いて、改善できる点があればそこを修正したら購⼊されるのか、改めて調 
 査をしてください。⾒込み客が購⼊しない理由を⼀つ⼀つ潰すことがテストマーケティング 
 のポイントです。 

 テスト販売の⽅法② 
 ビジネス⽤のSNSやブログを運⽤している⼈は、そこでテスト販売することも可能です。 
 ここで注意すべきなのは、いいね︕やシェアの数ではなくて、実際に申し込みがあった数字 
 を測定してください。どんなに⼈気があっても売れなければ意味がありませんので。ここで 
 も20%以上の反応があれば需要があると判断できます。 



 収益モデル 
 何を何回販売して、⽬標の⾦額を達成するのか︖について設計をしていきます。まずは、  い 
 まあなたが考えている、サービスと販売価格で⽬標の⾦額を達成するには、何を何個販売す 
 ればいいのか  計算してください。この計算ができたら、次の内容をチェックしましょう。 

 ・⾃分の理想の労働時間になっているか︖ 
 ・必要な顧客数が現実的に可能な⼈数か︖ 

 労働型のビジネスで毎⽉20⼈とか30⼈とか顧客を獲得しなければいけなくなると、ビジネ 
 スとして成⽴しないわけです。なので、⼀度顧客を獲得したら、永続的に契約してもらえる 
 モデルを作ることが理想です。 

 また、集客できないという問題を抱えている⼈は、そもそも市場がない場所でビジネスをし 
 ているか、顧客があなたを⾒つけられるよう仕組みをつくっていない、もしくは価格設定と 
 提供モデルが悪いかのどれかです。 

 ＜価格設定の基本＞ 
 スモールビジネスでは顧客に提供する価格は、1ヵ⽉に働いた労働時間と⽬標から算出され 
 ます。 

 例えば、⽉の⽬標⾦額が100万円だとします。 
 そして、⽉に20⽇でこの⾦額を稼ぎたい。もっと⾔うと、1⽇4時間だけ働いて達成したい 
 とすると。 

 100万 ÷ (20⽇×4時間）=12,500円/時間 

 1時間あたり12,500円稼ぐ必要があります。そして、これが労働型の時給となります。まず 
 は上記の計算式で、  ⽬標の⾦額に対する最低時給額を算出してください  。 

 ＜サービス提供モデルと価格設定の注意点＞ 

 ■労働型、半労働型、⾮労働型による価格の考え⽅ 
 スモールビジネスのいちばんのリソースは時間です。そのため⾃分の時間に依存するビジネ 
 スを作ってしまってはビジネスが破綻してしまいます。なので、価格設定時は下記の点を意 
 識して設定してください。 

 ・労働型 ＝ ⾼額 
 ・半労働型 ＝ 中価格 
 ・⾮労働型 ＝ 低価格 

 ■1対1、1対複数による価格の考え⽅ 



 合わせて提供できる⼈数を考慮する必要があります。1対1でサービスを提供する場合は、 
 必ず⾼額になります。最低でも、先ほど算出した最低時給を上回らなければ、⽬標⾦額を達 
 成することはできません。それをふまえたうえで、価格を設定してください。 

 ・1対1 = ⾼額 
 ・1対複数 ＝ 中価格〜低価格 

 ■継続、単発による価格の考え⽅ 
 継続は顧客さえ集めてしまえば毎⽉安定した収益が⾒込めます。しかし、毎⽉⾼額な費⽤を 
 払える⼈は限られてくるため、どうしても価格が安くなります。逆に単発は、⼀度きりなの 
 で⾼額でも購⼊してもらいやすくなります。ただし、その都度集客する必要があるため単発 
 の商品サービスだけで収益を安定させることは難しいのが特徴です。 

 単発 ＝ ⾼額 
 継続 ＝ 中価格〜低価格 

 ■量による価格の考え⽅ 
 提供する商品サービスの量が多ければ価格を⾼くしやすく、量が少なければ価格は安くなっ 
 てしまいます。そのため、量を増やして価格を上げるというのはよく⾏われる⽅法で、バン 
 ドル販売や3ヶ⽉集中コースなんかは良く⾒かけます。 

 量が多い ＝ ⾼額 
 量が少ない ＝ 中価格〜低価格 

 ■フロントエンド/バックエンドによる価格の考え⽅ 
 ⾒込み客が最初に購⼊する商品は安く、価値を感じてもらった後で販売する商品は⾼い価格 
 で販売する、というのもよくある⽅法です。ここで注意すべきなのは、本来⾼額で販売する 
 ものを安くしてフロントエンドとして販売することです。これは単なる値引きで、ビジネス 
 破綻の原因になります。フロントエンド商品は、顧客を集めることが⽬的なので最低時給を 
 下回っても問題ありませんが、できるだけ⾒込み客が試しやすい価格で作る⽅がいいでしょ 
 う。 

 フロントエンド ＝ 低価格 
 バックエンド ＝ 中価格〜⾼価格 

 ■LTVの⾼いビジネスモデルを作る 
 LTV（life time value）とは顧客⽣涯価値と⾔われ、顧客が取引を始めてから終わるまで（⼀ 
 ⽣のうち）の間でどれだけの利益をもたらすかを計算したものです。ここでは、はじめから 
 客単価と販売回数を設計し、LTVの⾼いビジネスモデルを構築します。LTVの⾼いビジネス 
 モデルは、ストーリーの⻑さで決まります。ビジネスにストーリーを持たせるために次の質 
 問に答えて下さい。※既に回答済みの質問は、前回出した答えを埋めてください 



 顧客が現在悩んでいることは何ですか︖ 

 顧客が⼿に⼊れられる未来は何ですか︖ 

 顧客が問題を解決できない原因は何ですか︖ 

 その原因を解決して⼿に⼊れられるメリットは何ですか︖ 

 その原因を放置することで起こるリスクは何ですか︖ 

 商品サービスを使ってもらうことで得られるメリットと、使わないことで起こるデメリット 
 は何ですか︖ 

 顧客が問題を解決するために⼀番最初に購⼊する商品は何ですか︖ 
 ※集客⽤商品（FE）は何ですか︖ 

 最初の商品を購⼊したことで顧客はどうよくなりましたか︖ 

 次の商品を購⼊することで顧客はどうよくなりますか︖ 

 顧客がもっと良くなるために購⼊する商品は何ですか︖ 
 ※収益化商品（BE）はなんですか︖ 

 商品設計 
 商品設計でビジネスの収益と労働時間、そしてどれくらいの集客が必要になるかが決まりま 
 す。これまでのワークシートをこなしてもらっていれば理解してもらえると思います。で 
 は、どんな商品サービスを設計すれば、収益性が⾼く労働時間がかからない、なおかつ集客 
 に依存しないのか︖これをここでは設計していきます。 

 商品設計の鍵は、企画とコンセプトです。 
 コンセプトとは、⼀⾔聞いただけでどんな問題をどう解決できるのか理解できるものです。 
 企画とは、コンセプトをどのような形で提供するかです。 

 まずは、  どんな問題を解決どう解決するのか  を決めましょう。 
 次に、  どんな形式で提供するのか   を決めましょう。 



 ここで⼤事なのは、無理のないビジネスを構築することと、顧客の問題をどう解決するかで 
 す。PDなのか動画なのか、セミナーなのか1対1のコンサルなのか、顧客が望む形式で商品 
 設計をしましょう。次の提供⽅法を参考にし、⾃社商品の設計を⾏ってください。  ポイント 
 は、これら複数の商品サービスを組み合わせ、無理のないビジネスを構築し顧客のニーズに 
 答えること  です。 

 ⾮労働型  
 ■  単発×1対複数×低価格     
  例）テキスト、PDF、動画  

 ■  継続×1対複数×低価格  
  例）アフィリエイト、バンドル  

 ■  単発×1対1×中⾼価格    
  例）マッチング  

 半労働型    
 ■  継続×1対複数×低価格     
  例）継続課⾦モデル  

 ■  継続×1対複数×中価格  
  例）グループコンサル、塾  

 労働型  
 ■  単発×1対1×⾼価格     
  例）コンサル、コース販売  

 ■  継続×1対１×中価格  
  例）メール、電話、顧問  

 フロントエンド    
 ■  単発×1対1×低価格     
  例）体験セッション、コンサル  
   
 ■  単発×1対複数×低価格  
  例）セミナー、有料コンテンツ  

 マーケティングシステムの構築 
 提供する商品サービスが決定したら、ここからはマーケティングシステムを構築していきま 
 す。マーケティングシステムを構築することで、⾒込み客があなたの商品サービスを必要と 
 している時に⾒つけられる状態を作ることができます。では、早速はじめましょう。 



 ＜メディアの作成＞ 
 このご時世、⾃分のメディアというのはスモールビジネスといえども持っておくことをお薦 
 めします。ここで作成するのは無料のブログサービス（アメブロ、FC2...）でなく、 
 Wordpressで構築したWebメディアです。少し勉強すれば誰でもほぼ無料（必要なのはサー 
 バー代とドメイン代くらい）で作成できますし、正しく情報発信すれば無料で⾒込み客があ 
 なたのもとに集まってくれます。作成の⼿順は次の通りです。 

 ＜Wordpressを使って⾃社のメディアを作成する ⽅法＞ 

  1.サーバーを借りる（  エックスサーバー  ）  
 2.ドメインを取得する（  お名前.com  ）  
 3.Wordpressでメディアを作成する  
 4.検索キーワードを含めた記事を書き続ける  
 5.SNSでシェアする  
 6.アクセスを増やす  

 ＜登録ページとステップメールの作成＞ 
 あなたのメディアに来てくれた⼈を⾒込み客（いつでも連絡が取れる⼈）に変えるには登録 
 ページを作成してリスト（メールアドレス）を集める必要があります。そして、登録してく 
 れた⼈に教育コンテンツを送り販売ページへ誘導します。 

 登録ページのテンプレートは、後程説明する販売ページの作成を参考にしてください。ま 
 た、メールの配信はステップメールを送る必要があるため、そのシステムを紹介します。 

 ■メルマガ配信システム  
 Benchmark Email  （250通/⽉まで無料）  
 Convertkit  （有料）  

 Benchmark Emailは誰でも無料で⽉250件まで送信でき、⽇本語対応で操作もわかりやすい 
 のではじめてメルマガシステムを使う⽅はこちらをおすすめします。ちなみに、僕が今使っ 
 ているのはConvertkitというメルマガ配信システムです。このシステムは他のシステムとの 
 互換性があり使いやすいですが、すべて英語表記なのと有料プランしかないのがデメリット 
 です。 

 ＜販売ページの作成＞ 
 販売ページは、ステップメールを送信した後に商品サービスを販売するページです。販売 
 ページの作成⽅法は以下のテンプレートを参考にしてください。 

 P（Problem）︓問題提起  
 A（agitation）︓問題の炙り出し  
 S（Solution）︓問題解決の提⽰  
 N（Narrow down）︓絞り込み、限定、緊急性  
 A（Act）︓⾏動  

https://www.xserver.ne.jp/
https://www.onamae.com/
https://www.benchmarkemail.com/jp/
https://convertkit.com/


 販売ページ/登録ページを作成するには下記のツールを使うと簡単に作成できます。 

 ■LP作成ツール 
 ペライチ  （⽇本語対応で簡単） 
 Elementer  （Wordpressプラグイン/無料） 

 ペライチであれば有料ですが決済システムも使えるので、初⼼者の⽅だともっとも簡単に 
 LPの作成ができます。また、Wordpressのプラグインを利⽤して作るならElementerが簡単 
 に作成できます。ただし、決済システムを別で⽤意する必要があるので初⼼者はやはりペラ 
 イチを利⽤するのがいちばん簡単でしょう。参考までに、僕が利⽤している決済システムを 
 紹介します。 

 ■決済システム 
 Paypal  （無料） 
 Stripe  （無料） 

 ＜集客導線を作る＞ 
 登録ページ、ステップメール、販売ページの作成ができたら集客導線を作ります。Web集客 
 は基本的に、SEO、SNS、ネット広告の3つしかありません。なので、これら全ての導線を 
 登録ページに誘導します。誘導⽅法は下記のとおりです。 

 ①SEO ︓検索キーワードを⼊れた記事を作成する  
  →記事の最後に登録ページ誘導するリンクを⼊れる 

 ②SNS ︓作成した記事をSNSでシェアする  
  →SNSを使って記事をシェアする 

 ③ネット広告 ︓検索キーワードで広告を出し登録ぺージに誘導する 
  →ネット広告から登録ページへ誘導する 

https://peraichi.co.jp/
https://ja.wordpress.org/plugins/elementor/
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/home?&kid=p27955238907&gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0UeBG70y6EQW89Cc3wa-cUGV98xQ8f6x_tBXraQc-gn16CASi0e9o8aAh8QEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://stripe.com/jp?utm_campaign=paid_brand-JP_ja_Search_Brand_Stripe-1608207349&utm_medium=cpc&utm_source=google&ad_content=305767026167&utm_term=kwd-295607662702&utm_matchtype=e&utm_adposition=&utm_device=c&gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0X6Q0BgF3E-_e92x6MROhM5RA-gwYnPuaniDE7EZCUn7zftXSX7VwwaApoKEALw_wcB

